
 

 

平成 21 年２月 26 日 

 

各  位 

会 社 名 ： 株式会社トウアバルブグループ本社 

（コード ： 6466  東証・大証第二部） 

代表者名 ： 代表取締役社長  浅岡 實 

問合せ先 ： 常務取締役  松尾 修 

（ＴＥＬ ： 06－6416－1184） 

 

 

(訂正･数値データ訂正あり) 

「平成 21 年９月期 第１四半期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 

平成 21 年 2 月 10 日に発表いたしました「平成 21 年９月期 第１四半期決算短信」の記載事項

に一部訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

訂正箇所：４ページ ５．四半期連結財務諸表 （１）四半期連結貸借対照表 

７ページ （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

訂正理由：「平成 21 年９月期 第１四半期決算短信」提出日以降に監査法人により指摘を受けた事項

を訂正するものであります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,567,703 3,229,731

受取手形及び売掛金 2,980,760 2,811,136

有価証券 110,034 10,093

商品及び製品 43,357 44,184

仕掛品 2,113,832 1,723,358

原材料及び貯蔵品 625,489 634,423

繰延税金資産 411,957 616,824

その他 179,030 124,999

流動資産合計 8,032,165 9,194,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 438,545 445,287

機械装置及び運搬具（純額） 919,679 952,825

土地 304,367 304,367

その他（純額） 194,392 163,587

有形固定資産合計 1,856,984 1,866,067

無形固定資産 228,952 243,654

投資その他の資産   

投資有価証券 474,103 588,711

繰延税金資産 907,786 766,634

その他 124,592 141,047

貸倒引当金 △28,768 △28,768

投資その他の資産合計 1,477,713 1,467,625

固定資産合計 3,563,650 3,577,347

資産合計 11,595,816 12,772,099

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,117,211 1,149,130

短期借入金 420,000 420,000

未払法人税等 5,107 519,276

受注損失引当金 612,930 689,014

その他 782,021 1,033,236

流動負債合計 2,937,271 3,810,657

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 999,199 962,117

その他 69,018 69,140

固定負債合計 1,568,217 1,531,258

負債合計 4,505,488 5,341,915

（訂正前）

（後略）
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,567,703 3,229,731

受取手形及び売掛金 2,980,760 2,811,136

有価証券 110,034 10,093

商品及び製品 43,357 44,184

仕掛品 2,113,832 1,723,358

原材料及び貯蔵品 625,489 634,423

繰延税金資産 411,957 616,824

その他 179,030 124,999

流動資産合計 8,032,165 9,194,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 438,545 445,287

機械装置及び運搬具（純額） 919,679 952,825

土地 304,367 304,367

その他（純額） 194,392 163,587

有形固定資産合計 1,856,984 1,866,067

無形固定資産 228,952 243,654

投資その他の資産   

投資有価証券 474,103 588,711

繰延税金資産 907,786 766,634

その他 124,592 141,047

貸倒引当金 △28,768 △28,768

投資その他の資産合計 1,477,713 1,467,625

固定資産合計 3,563,650 3,577,347

資産合計 11,595,816 12,772,099

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,117,211 1,149,130

短期借入金 420,000 420,000

未払法人税等 5,107 519,276

賞与引当金 151,270 －

受注損失引当金 612,930 689,014

その他 630,750 1,033,236

流動負債合計 2,937,271 3,810,657

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 999,199 962,117

その他 69,018 69,140

固定負債合計 1,568,217 1,531,258

負債合計 4,505,488 5,341,915

（訂正後）

（後略）
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 286,611

減価償却費 105,848

未払賞与の増減額（△は減少） △141,449

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,180

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,082

受注損失引当金の増減額（△は減少） △76,083

受取利息及び受取配当金 △7,566

支払利息 4,010

固定資産売却損益（△は益） △2,200

固定資産処分損益（△は益） 342

売上債権の増減額（△は増加） △169,623

たな卸資産の増減額（△は増加） △380,712

仕入債務の増減額（△は減少） △31,918

その他 8,028

小計 △402,810

利息及び配当金の受取額 6,664

利息の支払額 △4,035

法人税等の支払額 △521,667

営業活動によるキャッシュ・フロー △921,849

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △203,894

有形固定資産の売却による収入 2,000

無形固定資産の取得による支出 △24,730

短期貸付金の増減額（△は増加） 9

長期貸付金の回収による収入 10,912

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,702

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △376,145

配当金の支払額 △47,437

その他 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △423,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 △842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,562,086

現金及び現金同等物の期首残高 3,239,824

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,677,737

（訂正前）
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 286,611

減価償却費 105,848

未払賞与の増減額（△は減少） △292,719

賞与引当金の増減額（△は減少） 151,270

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,180

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,082

受注損失引当金の増減額（△は減少） △76,083

受取利息及び受取配当金 △7,566

支払利息 4,010

固定資産売却損益（△は益） △2,200

固定資産処分損益（△は益） 342

売上債権の増減額（△は増加） △169,623

たな卸資産の増減額（△は増加） △380,712

仕入債務の増減額（△は減少） △31,918

その他 8,028

小計 △402,810

利息及び配当金の受取額 6,664

利息の支払額 △4,035

法人税等の支払額 △521,667

営業活動によるキャッシュ・フロー △921,849

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △203,894

有形固定資産の売却による収入 2,000

無形固定資産の取得による支出 △24,730

短期貸付金の増減額（△は増加） 9

長期貸付金の回収による収入 10,912

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,702

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △376,145

配当金の支払額 △47,437

その他 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △423,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 △842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,562,086

現金及び現金同等物の期首残高 3,239,824

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,677,737

（訂正後）

以　上
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